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休日当番医等は、変更になることがありますのでご承知ください。 ※事前に電話で確認の上受診してください。

※休日・夜間緊急医療案内　
　下諏訪消防署　☎28－01197月の休日当番医院・歯科医院・薬局

歯科当番医（診療時間9：00～正午） 当番薬局
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今井整形外科

林クリニック
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　消防団員は、火災、風水害や地震などの災害から、住
民の生命や財産を守るため、18歳以上の方なら男女問わ
ず入団でき、会社員、自営業者、公務員など様々な人が
集まり活動しています。入団希望の方は下記までお問い
合わせください。

下諏訪町空き家情報バンク登録状況下諏訪町空き家情報バンク登録状況
〈平成24年６月15日現在〉

貸したい方・借りたい方の
登録受付中！

【問い合わせ先】
　下諏訪町役場 総務課 企画係
　電話 27－1111（内線258）
　E-mail kikaku@town.shimosuwa.lg.jp
　http://www.town.shimosuwa.lg.jp/akiya/index.html

 № 所在地 賃貸等　　　　　　条件等
 ９ 赤　砂 売却　木造２階建　価格応談
23 社ヶ丘 売却　木造２階建　価格応談
28　武居北 賃貸　木造２階建　月６万円
31　広瀬町 売却　木造２階建　1,300万円
32　南四王 賃貸　木造平屋建　月４万５千円
36 社東町 賃貸　木造平屋建　月５万円
37　立　町 売却　木造２階建　1,800万円
39　町屋敷 賃貸/売却　木造２階建　価格応談

《空き家バンクの利用状況をお知らせします》
●登録済物件（売りたい等）42件　（内25件成約）　
●利用登録済者（買いたい等） 54人（内７人成約）

●７日（土）　「わらべうたでベビーマッサージ」　１０時半～
　生後１ヶ月から10ヶ月まで親子で参加しましょう。免疫効果を高め
る　運動機能の発達　母子の精神安定にいいと言われているベビーマ
ッサージをわらべうたに合わせて行います。※要予約
●21日（土） 「体にやさしい虫除けスプレーを作ろう」１０時半～
　市販の物は子どもの肌に大丈夫？と心配なお母さんに朗報。アロマ
オイルを使って簡単にできる虫除けスプレーを作りましょう。
● 材料費300円　　※要予約

※ファミリーデーは９時～17時の開館になります。

おばあちゃんに教えてもらう昔の知恵
●２5日（水）　「夏にひんやり寒天サラダ」　１1時～
持ち物 ： お皿と箸、フォーク　　※要予約

子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ

 ２日（月）のびのびららら
 ７日（土）ファミリーデー
13日（金）2･3歳児ママのつどい
20日（金）0歳児ママのつどい
23日（月）つくるよぺたぺた
30日（月）1歳児ママのつどい

 ３日（火）スクラップブッキング講座
10日（火）おはなしいっぱい
17日（火）ブックスタート
21日（土）ファミリーデー
25日（水）知恵袋ランチ

7月の行事予定

― ファミリーデー  ―― ファミリーデー  ―

― 知恵袋ランチ ―― 知恵袋ランチ ―

■お問い合わせ先　下諏訪町子育てふれあいセンター  ぽけっと  
　　　　　開館日時：月～金　9：00～17：00（休日２日開館）
　　　　　電話・FAX：27－5244
　　　　　※詳しくは町のホームページをご覧ください。

消 防 団 員 募 集

●登録物件情報

■お問い合わせ先：下諏訪町役場 消防課 庶務係
　　　　　　　　　電話28－0119

ファミリー薬局

永田薬局

長地中央薬局

ひまわり薬局

ウエルシア薬局岡谷長地店

梅垣薬局

22－3525
27－6266
28－2776
28－2012
28－9933
23－1135

藤森歯科医院

しんえい歯科クリニック

ホワイト歯科医院

三井歯科医院

アポロ歯科医院

前川歯科医院

22－1829
27－7500
28－2635
23－8427
23－8100
22－3871

平成２４年４月１日から始まりました平成２４年４月１日から始まりました

～農業者や個人の方に対して
鳥獣被害防止を行った場合に補助をします～
～農業者や個人の方に対して
鳥獣被害防止を行った場合に補助をします～
　町では、農作物の鳥獣被害を防止するために農業者ま
たは個人が電気柵、防除柵、防除網等を設置する経費に
対して補助をします。（下諏訪町鳥獣被害防止電気柵等
設置事業補助金交付要綱に基づいて補助をします。）
※申請書や実績報告書は下記担当窓口に用意してあります。
◎ 補助対象者は･･･
　町内の土地に電気柵、防除柵、防除網等を設置する者
　（１）農業者
　（２）個人…家庭菜園など
◎ 補助金額は･･･
　（１）農業者は、補助対象事業経費の２分の１とし、
　　　　10万円を限度とします。
　（２）個人は、補助対象事業経費の２分の１とし、３
　　　　万円を限度とします。
◎ 申請方法について
　（１）申請する場合には、下記連絡先までお尋ねくだ

さい。（申請書、実績報告書を提出していただ
きます。）

　（２）申請書・実績報告書に添付等するもの
印鑑（申請書等への押印）、見積書（写し）、
写真、領収書（写し）

■お問い合わせ先　下諏訪町役場 産業振興課 農林係
　　　　　　　　　電話27－1111（内線274・275）

『サマージャンボ宝くじの賞金は、
　　　　　　　１等・前後賞合わせて５億円。』
『１等は、ぐ～んと増額の４億円。』
『2,000万サマーと同時発売。』
　　１　　等　４億円×26本
　　前後賞各　5,000万円×52本
この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまち
づくりに使われます。

　J-ALERTは、みなさんの安全を守
るため、武力攻撃やテロ、また大地震
などの緊急事態が迫った場合、対処に
時間的余裕のない事態に関する情報が、
国から衛星通信ネットワークを用いて
瞬時に送信され、町の防災行政無線を
自動的に起動させます。国から住民ま
で緊急情報を直接そして瞬時に警報と放送を行なうシス
テムです。
◆システムの訓練のため試験放送を実施します◆

＊日時　６月28日（木）午前10時15分
＊内容　防災行政無線「こうほうしもすわ」で告知放送

後、緊急地震速報の訓練放送が全町に流れます。

　今年は昨年中止になった飯縄山に登ります。北信五岳
の一座で、戸隠神社近くで独立峰なので眺望は大変良い
山です。高山植物も見頃です。多くの町民の方の参加を
お待ちしています。
○目 的 地：飯縄山（1917ｍ）
　　　　　　※ 頂上まで３時間くらいの行程です。
○実施日時：８月19日（日）
○申込期間：７月15日（日）～７月31日（火）
○申 込 先：町体育館および町内スポーツ店
　　　　　　※ 申込用紙があります。
○参 加 費：大人5,000円
　　　　　　子供3,000円　（バス代・保険料）
　　　　　　※ 申込金 2,000円をお願いします。
○定　　員：50人　※ 定員になり次第締め切ります。
■ お問い合わせ先　下諏訪山岳会
　　藤井：28－2164　　藤森：27－4140

　平成24年７月１日から、これまで適用が猶予されてい
た以下の制度が、従業員数が100人以下の事業主にも適
用になります。

※育児・介護休業制度の就業規則の規定例は、長野労働
局ＨＰからダウンロードできます。
■ お問い合わせ・ご相談先
　長野労働局雇用均等室　電話026-227-0125

お家での介護で、お困りのことはないですか？今年も、下諏訪町在宅介護支援センターでは介護者教室を開催いたし
ます。介護者の方の負担を減らす介護術を、専門職が講師となり楽しく身につく内容となっています。
お気軽にご参加ください。

平成２４年 町民登山参加者募集平成２４年 町民登山参加者募集 サマージャンボ宝くじサマージャンボ宝くじ

全国瞬時警報システム〈Ｊ－ALERT〉
６月28日（木）に試験放送をします

■お問い合わせ先：下諏訪町役場 総務課 危機管理室
　　　　　　　　　電話27－1111（内線260）

平成２４年度諏訪湖浄化・環境保全促進イベント

平成24年７月１日から

よみがえれ諏訪湖ふれあいまつり 2012よみがえれ諏訪湖ふれあいまつり 2012

改正育児・介護休業法が全面施行されます改正育児・介護休業法が全面施行されます

①短時間勤務制度 ②所定外労働の制限 ③介護休暇

日　時：
　平成24年９月９日（日）
　午前９：00～午後３：00
場　所：
　クリーンレイク諏訪
　（豊田終末処理場）

日　時：
　平成24年９月９日（日）
　午前９：00～午後３：00
場　所：
　クリーンレイク諏訪
　（豊田終末処理場）

下諏訪町在宅介護支援センター 介護者教室のお知らせ

平成24年度　介護者教室　講義内容
実 施 日 内　　容 講　　師
７月14日
７月21日
７月28日
８月 ４日
８月18日
８月25日
９月 １日
９月 ８日
９月15日
９月29日

医師
調理師ほか
言語聴覚士ほか
ケアマネジャー
理学療法士
理学療法士
作業療法士
訪問看護師
訪問看護師
ソーシャルワーカーほか

●会　場
　諏訪共立病院 デイケア室
●時　間
　午後１時30分～午後３時
●定　員　　各講座15人
■お申込み・お問い合わせ先
　下諏訪町在宅介護
　　　　　支援センター
　　　　（諏訪共立病院内）
　電話27－1195

加齢とは？身体・心の特徴
高齢の方でも安心して、食べやすい食事のアドバイス
嚥下障害と口腔ケアについて
身体能力・意欲・介護力に合わせた住環境について
介護者の身体を守る介護術　おきる・すわる・たつ
車いすの安全操作を学ぶ
認知症の理解と向き合い方
気持ちの良い排泄ケアと便秘対策
お年寄りのかゆみや肌荒れを防ぐコツ
介護に役立つ身近な制度　あんなこと・こんなこと


